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湿潤温暖地域における山地の
排水システム・斜面崩壊・ハゲ山

飯田智之

日次

I はじめに

II. 山地斜面の安定した排水システムと植生の役割

ill. ハゲ、山モデルからみた安定した排水システムの破

壊と斜面崩壊

N. 愛知県旧小原村にみる1972年斜面災害とハゲ山の

影響

V. おわりに

I はじめに

ハゲ山に関しては，千葉徳爾氏や小出博氏などによる先駆的な研究がある

が，どちらかと言えば人文地理的な研究対象と考えられており，自然科学的な

研究はあまりなされてこなかったようである。 1980年代後半から1990年代にか

けて，主に砂防学や森林学の研究者の間で，「一昔前に比較して，最近表層崩

壊が少なくなったのではないか？ それは，以前に比べて森林が回復してきた

ためではないか？」といった認識が徐々に広まっていった（太田， 1998；塚

本， 1999など）。そして，土砂災害に関する自然科学の分野においても，ハゲ

山の歴史や，ハゲ山と斜面崩壊の関係などが改めて注目されるようになった。

これまで自然現象と捉えられていた斜面崩壊に対して，実は人間の影響が大き

く関わっていた，という認識は，少なくとも筆者にとっては驚きであった。

ここでは，まず，地質・地形・植生といった自然的要因に規定された，山地

（（独）防災科学技術研究所研究員）
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斜面の安定した排水システムを概観する。次に，森林破壊という人間的要因が

加わることで＼安定した排水システムが破壊されてハゲ山化する過程を，塚本

良則氏によ って提案された「ハゲ山モデル」により説明する。最後に，ハゲ山

から森林へと回復する過渡的な段階で表層崩壊が多発した事例を紹介する。

II. 山地斜面の安定した排水システムと植生の役割

排水システムの中で，透水性と保水性を支配する土層や風化層の大小の間隙

は特に重要で、ある。豪雨時に重力水の主要な排水ルートとなる水みち （パイ

プ）は，連続した大間隙である。斜面の地下に存在する水みちの分布状況はよ

くわかっていないが，おそらくは流域の水系網と同様に，斜面の中に樹枝状に

広がっており ，下流ほど増加する浸透水を効率的に排水しているものと推定さ

れる。また，小間隙に保持されている毛管水は，樹木の成長に利用される。こ

のような山地土層の大小の間隙や水みちの形成には 物理的風化作用や化学的

風化作用のほかに，生物的風化作用が大きく関与している。安定した排水シス

テムは生物にとって好ましい環境のひとつだからである。樹木をはじめとする

植生や小動物は，それぞれの生活に快適な環境をみずから実現することで，無

機的で硬い土層を有機的で、軟らかい山地土壌へと変化させている。その結果，

安定した排水システムの形成に大きく 貢献している。水資源や防災の問題を考

えると，生物にとって有益な安定した排水システムは，人間にと っても有益で、

あることは明らかである。

水循環の媒体としてみた場合の山地は，図 l

の概念図に示すように，（1）樹木層，（2）被覆

層（下草と落葉）' (3）土層，（4）風化層，（5)

基盤層の 5層構造に分けられる。被覆層と土層

の形成 ・保持には樹木層が密接に関係してい

る。

各層の大小の間隙とその繋がりが山地斜面の

排水システムを構成していると考えられるが，

それぞれの層の働きを以下に示す （飯田，

2012）。

図1 山地の地盤構造の概念図 (1)樹木層 排水システム全体を考えると，樹
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木は，降雨時の樹冠遮断や，根からの吸水といった直接的な役割よりも，排水

システムの主役となる土層を生成したり保護したりする間接的な役割の方が，

より重要で、ある。

崩壊斜面での土層の回復に関する下川（1983）の研究によると，侵入した樹

木には，その周りに運積土を堆積させる作用とともに，根系の発達に伴い地盤

を破壊することで，残積土の発達を助ける作用がある。さらに，樹木の根が腐

ることで，土層に大小の空隙を提供する。樹木層は排水システムを支える陰の

主役と言えよう。わが国でも20世紀後半まで広範囲に分布していたハゲ山の歴

史（塚本， 2001など）によれば，人間の手により森林が大規模に破壊される

と，特に花尚岩や新第三紀層の地域では，土壌侵食や表層崩壊が多発すること

で、ハゲ山化が進む。そして 風化層の侵食や洪水といった災害が激しくなる。

根の作用により土層を侵食や崩壊から守るのは もちろん樹木自体の生命維持

のためであるが，結果的に土層を保護する重要な役割を担っている。

(2）被覆層：被覆層を構成する下草および落葉層はともに，表面流の流速を減

少させて直接的に土壌侵食を抑えるだけでなく，土層の表層部を樹木からの雨

滴衝撃から守り，クラストの形成と浸透能の低下を抑制して表面流の発生を抑

える。その結果，間接的にも土壌侵食を防いでいる（平岡ほか， 2010など）。

この被覆層の作用も排水システムの維持に大いに役立つている。

(3）土層：山地の土層には，物理的・化学的風化作用の他に，樹木や小動物に

よる生物的作用が加わり 表 Iに示す大小さまざまな孔隙に富んだ山地特有の

土壌が形成される（竹下， 1996など）。区分の欄の，小孔隙・中孔隙・粗孔隙

（小，中）が，移動可能な毛管水により土層の保水機能を担っている。そして，

あらゆる強度の降雨の多くを一時的に土層内に保持し飽和・不飽和側方浸透

流として直接的に河川を酒養する。また，その一部は基盤内に浸透して地下水

を酒養し，地下水流となって河川を酒養する。また，樹木に対しては，その支

表 1 土壊中の孔隙（竹下， 1996)

（区 分） (pF) （毛細管張力） （孔隙径） （備 考）
巨大孔隙 O> ＞ー lgf/cm2 >3mm 重力水

大孔隙，粗大孔隙 0～0. 7 一l～－ 5gf/ cm2 0.6～3mm 半重力水
中孔隙，粗孔隙（中） 0. 7～ 1. 7 -5～ 50gf/ cm2 0.06～0.6mm 移動可能毛管水

小孔隙，粗孔隙（小） 1. 7～2. 7 -50～－500gf/ cm2 0.006～0.06mm 移動可能毛管水
細孔隙 2. 7～4. 2 -500～ー15，日目Ogf/cm2 <0.006mm 移動不能毛管水
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持層や水の供給層としての役割を果たしている。先に述べたように，樹木は逆

に土層を保護しており，両者は互いに依存しあう関係にある。

(4）風化層と（5）基盤層：以前は，基盤の透水性は非常に悪いと考えられて

おり，山地の浸透流解析の際には近似的に不透水層と仮定される場合も多かっ

た。しかし，最近の研究（Kosugiet al., 2011など）によると，風化層はもとよ

り，基盤とみなされる硬い岩盤であってもかなりの透水性があり，河川水の流

出に大きな役割を果たしている場合があることが分かつてきた。樹木に対して

は，土層と同様に，支持層や水の供給層としての役割を果たしている。

このように，安定した排水システムは， 5層のそれぞれの働きによって維持

されているが，降雨条件によって以下のように変化する。

1）通常の降雨時：排水システムは安定しており，降雨を浸透水に変換してス

ムーズに系外へと排出する。

2）豪雨時：地下水位上昇や水みち閉塞に伴う間隙水圧上昇により斜面崩壊が

発生して，排水システムが部分的に破壊される。しかしその後長い時間をか

けて植生や土層が回復することで，排水システムも徐々に回復する。これは健

全なフィードパック作用と呼ぶことができる。植生や土層の回復には，植生の

生育に適したわが国の湿潤温暖気候が大きく寄与している。崩壊面が自然に拡

大して，山地が全面的にハゲ山化することはない。

3）人聞による森林破壊後の豪雨時：人間により，森林伐採だけでなく，根株

の掘り起こしなど，樹木の根系まで収奪して，土層全体を撹乱するような徹底

した森林破壊がなされた場合には 例えば花筒岩や新第三紀層といった地質に

よっては，健全なフィードパック作用の臨界点を超えて，逆の作用が働くよう

になる。その結果，山地の裸地化が一方的に進行し，もはや自然の力だけでは

植生や土層が回復することができなくなる。これが， 20世紀後半の比較的最近

まで，特に西日本の各地で見られた“ハゲ山”である。そこでは，当然安定し

た排水システムもなくなるので 豪雨時には表面流が増加することで洪水が頻

発して土砂流出も激しくなる。

IlI. ハゲ山モデルからみた安定した排水システムの破壊と

斜面崩壊

塚本（2001. 2002a, 2002b）は，健全な森林がハゲ山に至る過程と，逆に

水利科学 No.340 2014 
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ハゲ山から健全な森林へと回復する過程について，時間的な変化と空間的な分

布を統一的に説明するハゲ山モデルを提案した。すなわち，ハゲ山形成期（図

2の左図）には森林から集落に向かつて，（A）森林健全域→ （B）森林根系劣

化域→ （C）ハゲ山フロン 卜域→ （D）ハゲ山域が同心円的に分布する。また，

健全な森林がハゲ山化するまでの時間的変化過程も 同じ順に進行する。 ここ

で，（A）森林健全域は森林も土層も十分に発達した地域，（B）森林根系劣化

域は伐採や山火事などにより，土層はあるが樹木の根系が劣化 して表層崩壊が

発生しやすい地域，（C）ハゲ山フロン ト域はハゲ山形成の最前線で表層崩壊

と表面 （土壌）侵食が最も激しい地域，（D）ハゲ山域は森林も土層もほとん

どなくなり，風化層の表面（直接）侵食のみが働いている地域である。一方，

ノ、ゲ、山形成期 ハゲ山回復期

／／  
／／「

川市↑~
ゐロ「ふ；
暴落弓勢 ／ 

~i Lム（森林状態）

（土砂流出）

（土層厚） iト」？？庁「一寸
図2 ハゲ山モデルーハゲ山の形成と回復の過程一 （塚本， 2002a)

（「（B）ノ、ゲ山フロント予備域」は「森林根系劣化域Jと修正された）

万 ，｜… 仰 ｜ー｜ ωハゲ山；ロン卜域 円 〉 －

｜ω桝問 ｜ ,' 吟ご竺」

図3

＼ ～ ｜ 町山回復途胤 1.. ~~／ ー……
唱ーー ーー 森林回復プロ セス

ハゲ山モデルによる森林破壊プロセスと森林回復プロセス
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ハゲ山回復期（図 2の右図）の時間的変化過程は可逆的ではなく，図 3に示す

ように， （B）森林根系劣化域はそのまま （A）森林健全域に戻るが，（C）ハ

ゲ山フロント域と （D）ハゲ山域は，（E）ハゲ山回復途上域という別のルート

を経由して（A）森林健全域に戻る。

塚本氏の研究から，ハゲ山化と森林化に関して以下のことが言える

2012）。

① 現在のわが国のような，樹木の生育に適した湿潤温暖気候のもとでは，

斜面崩壊などで森林が局所的に破壊されても自然に回復する。

②ただし花岡岩や新第三紀層などの場合人間の影響で形成されたハゲ

山を森林に戻すのは自然、の力だけでは困難であり 緑化工事（階段切り ・客

土 ・植林）や砂防工事など人間の力が必要である。

③ 森林破壊の程度には，自然、の力だけでハゲ山化が進行するのか，森林に

（飯田，

・4
森
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自然カの大きさは白抜き矢印の長さで示されている。森林 ・ハゲ山分岐点の自然力は絶対値

が同じ大きさの正負の力（例えば，植物が根付こうとする正の力と，それを侵食により阻止

しようとする負の力）が働き．差し引きゼロとした。また，塚本のハゲ山モデルにはない

が，ハゲ山がさらに進行して風化帯が除去され岩山がむき出しになった状態として， （F）岩

山城を図に追加している。同様に，人間力についても，右図に示すように，植林や砂防工事

によって森林化しようとする力を正，樹木伐採，線起こし等ハゲ山化につながる力を負とし
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まる。
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ハ
ゲ
山
分
岐
点

図5 森林・ハゲ山分岐点とハゲ山モデルの関係の模式図
自然力を重力として，白抜き矢印で示している。ハゲ山化する場合でも 森林化する場合で

も。峠を越えるためには重力に打ち勝つ人間力が必要であるが。それを灰色矢印で示してい

る。図には，ともに人間力（灰色矢印）が自然力（白矢印）よりも大きい場合を想定して 2

(B）森林根系劣化域がハゲ山に向かう場合 （分岐点の左側）と （C）ハゲ山フロント域が森

林に向かう場合 （分岐点の右側）を示している。

戻るかの森林・ハゲ山分岐点がある。

④ 森林破壊の程度に応じて，自然の力と人間の力の正味の合力により，森

林化するかハゲ山化するかが決まる。

これらをもとに，ハゲ山モデルの各段階を自然力と人間力（塚本（2001）の

人間圧＝生活圧＋産業圧と同じ）により概念的に示したのが図4と図 5であ

る。

以上のハゲ山の形成プロセスと回復プロセスは 同時に安定した排水システ

ムの破壊プロセスと回復プロセスでもある。すなわち，人聞が森林を破壊する

ことで，土層の水みちが破壊されて豪雨時の浸透水の排水機能が損なわれ，安

定した排水システムの機能が損なわれる。その結果 関隙水圧が上昇しやすく

なったり，地下侵食が活発になったりして，斜面崩壊が発生しやすくなる。そ

の際，根系が破壊されて土層の強度補強が低下する効果も斜面崩壊を促進する

のは言うまでもない。一方，ハゲ山から森林へと回復する過程では，植生の侵

入で土層が回復してゆくと同時に，安定した排水システムのネ ットワークが新

たに形成されてゆく 。しかしその過渡期の（E）ノ、ゲFLlJ回復途上域では，裸

地からの土粒子の急激な堆積速度に 排水システムのネ ットワーク形成速度が

追いつかす＼不安定な（充分な水みちが形成されないなど）排水システムとな

るために，斜面崩壊が最も発生しやすくなると推定される。

図 lに示したように，（A）森林健全域の山地は，上から樹木層 ・被覆層 ・

土層・風化層 ・基盤層という 5つの層から構成されるが，図 6に示すように，

水利科学 No.340 2014 
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(A）森林健全域

単発型表層崩壊
単発型深層崩壊

(B）森林根系劣化域 （C）ハゲ山フロント域

多発型表層崩壊 多発型表層崩壊
表面侵食

(D）ハゲ山域 (E）ハゲ山回復途上域 (F）岩山域

表面侵食 多発型表層崩壊 落石

機務額
図6 5層モデルと主な侵食様式 （（A）森林健全域で形成された地盤構造や安定した

排水システムが，ハゲ山化に伴って順次破壊される。）

ハゲ山進行時には上部の層から順に劣化が進み除去され，排水システムも破壊

されてゆく 。逆にハゲ山から森林への回復時には，（E）の図のように風化層・

土層・被覆層 ・樹木が時間とともに形成されてゆく 。ただしその場合は，崩壊

跡地の回復と同様に，各層と排水システムが混然一体となって，同時並行的で

かつ相互依存的に発達する（谷， 2013）。また ハゲ山形成期の森林や土層の

破壊時間に比べてハゲ山回復期の土層（特に風化残積土）や風化層の回復時間

は一般に桁違いに長く，森林。ハゲ山の変化過程にはヒステリシスがある。
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表層崩壊は過渡的な状況，すなわち（B）森林根系劣化域と（C）ハゲ山フ

ロント域および（E）ハゲ山回復途上域で多発する。崩壊跡地での土層回復の

研究（下川， 1983など）から，ハゲ山形成期（(B）森林根系劣化域と（C）ハ

ゲ山フロント域）の主な崩壊予備物質は，森林健全域時代に長い時間をかけて

生成された厚い風化残積土と推定される。一方，ハゲ山回復期（(E）ハゲ山

回復途上域）の主な崩壊予備物質は，ハゲ山時代に比較的短時間で生成されて

斜面に残された堆積土（運積土）と推定される。花両岩のハゲ山の堆積土（運

積士）は，冬季の凍結融解作用などにより生成されたマサが重力や表面流の作

用で流されて溜まったものであり，風化残積土と比較して強度が弱く，崩壊し

やすいと推定される。締め固めをしていない盛土のようなものである。図 6

で，（E）ハゲ山回復途上域の土層のマークを他の土層のマークと変えている

のは，同じ土層といっても他とは異なることを示すためであるが，このハゲ山

回復期の土層が最も崩壊しやすいと考えられる。その事例を以下に示す。

N. 愛知県旧小原村にみる 1972年斜面災害とハゲ山の影響

図7に示すように， 1972年の集中豪雨時に，降同量が同程度だ、ったと推定さ

れるにもかかわらず，隣接した花開岩と花両閃緑岩の地域で崩壊発生頻度に大

きな差がみられた。これは当初，自然的要因，すなわち地質の違い（岩石制約

論： Yatsu, 1966）の影響によるものと推定された （矢入ほか， 1973；植下・

桑山， 1973；奥田ほか， 1977；奥西・飯田， 1978；恩田， 1989など）。

両岩質の比較結果をまとめて表2に示す。

矢入ほか（1973）によれば，両地質の鉱物組成を比較すると，化学的風化を

受けにくい石英やカリ長石の割合は花商岩に多く，化学的風化を受けやすい角

閃石や黒雲母や斜長石の割合は花両閃緑岩に多い。図8は，各地の花筒岩類の

新鮮な基盤岩を用いた溶出実験の比較結果である（飯田ほか， 1986）。小原村

の花両岩（図の INAGAWA）は溶出量（イオン等の総濃度）が少なく化学的

風化を受けにくい浅層風化グループに属し，小原村の花筒閃緑岩（図の

OB ARA）は溶出量が多く，化学的風化を受けやすい深層風化グループに属し

ている。また，鉱物の大きさを比較すると花両岩は粗粒，花岡閃緑岩は相対的

に細粒（中粒）である。基盤岩石の鉱物の組成と粒径の違いは，図 9に示すよ

うに土層の粒径に反映されており，細粒分（粒径0.074mm以下）の割合は花
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図7 小原 ・藤岡村周辺の地質と崩壊密度（矢入ほか， 1973の図に加筆修正）

表 2 花商岩地域と花筒閃緑岩地域の素因比較表

花嗣岩 花筒閃緑岩

土層の厚さ 薄い 厚い

風化層の厚さ 薄い 厚い

土層と基盤の境界 明瞭 不明瞭

土層の粒度 大

鉱物粒度 大（粗粒） 小 （中粒）

谷の横断形 V字型 U字型

両閃緑岩が花嗣岩の 2倍程度となっている。

以上の鉱物組成の違いは，両地質の風化状況の違いにも反映されている。そ

して，花筒岩地域では深層での化学的風化よりも表層での物理的風化が卓越し

て，土層と基盤の境界がシャープな地盤構造（ 2層モデル）となった。その結

果，豪雨時には浸透水がその境界でせき止められて飽和側方浸透流やパイプ流

が発生しやすくなり，崩壊が多発した。土層が粗粒で透水性が高いことも，そ

の理由のひとつであろう。一方，花両閃緑岩地域では深部まで化学的風化が及

ぶために，いわゆる深層風化となり土層と基盤の境界も不明瞭となった。その

結果，降雨が土層の空隙に貯留されたり深部まで浸透したりして，飽和側方浸

透流やパイプ流が発生しにくくなり 崩壊が花岡岩地域ほど発生しなかった。
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図9 花商岩と花両閃緑岩の両地域における士層の粒度分布比較図
（矢入ほか， 1973)

花両岩地域で崩壊が多発した原因として 地質に起因する以上の自然的要因

とは別に，人工的要因の影響が指摘された。塚本（1999）はハゲ山回復途上域

における「集中豪雨型表層崩壊多発災害Jのひとつとして，当災害を挙げてい

る。

塚本によれば，「太平洋戦争後に復旧されるまで，西日本から中部地方まで

人間活動によるハゲ山が広く存在していた」が，若月ほか（2002）によれば，

小原村の里山でも同様であったようである。樹木伐採や植林の詳細な履歴は不

明だが， 1972年の表層崩壊にハゲ山の影響があったのは間違いない。ハゲ山に

おける侵食量や土砂移動の速度は植生地と比較して桁違いに大きいことが知ら

れており（例えば，鈴木・福島， 1989），ハゲ山回復途上域の初期には多くの
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土砂が斜面上に堆積し，それが1972年の豪雨時に一気に崩壊したものと推定さ

れる。

花筒岩地域では斜面の土層が失われると風化層が露出して表流水が発生しや

すくなり，降雨時には土砂の生産・移動が盛んになる。また，冬季の霜柱によ

る土砂の生産・移動も盛んになる。さらに，土粒子が粗粒で保水性が劣るため

に，無降雨時には乾燥化が進んで植生に厳しい環境となる。樹木の伐採や根起

こしなど森林破壊が進行することで花商岩地域では太平洋戦争以前に容易に

ハゲ山化が進行していたものと推定される。

図10は，当花崩岩地域での簡易貫入試験結果を 4タイプに分けたものである

（飯田・奥西， 1979）。

A型は， Nw値が深さとともに直線的に増加するパターンであるが，ほとん

どの尾根部でみられた。これは，尾根部では元々 B型であったものが，ハゲ

山化により上部の軟弱層 （Nw<10）が除去されたものと推定された。また，

C型は Nw値が10以下の小さな値が，ある深さまで続いた後急激に増加する 2

層構造のパターンであるが，急傾斜部や谷型斜面に多くみられる。，崩壊は C

型の斜面で多発した。 2層構造の成因については，先に述べたように当初は，

地質の自然的要因により，花尚岩地域では化学的風化よりも物理的風化が卓越

するためと推定された。しかし社会的要因，すなわち人間活動によるハゲ山

の影響も無視できないようである。

なお，隣接する花両閃緑岩地域でも花嗣岩地域と同様に森林破壊がなされた

NIO 

土
層
深

尾根部に多い。
B型上部の

削剥型。

NIO 

尾根部の少し
下部に多い。

Nio 

c 

急＼｛I頃幸ヰ音日など
崩壊多発部に
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ものと推定されるが，ハゲ山化しなかったようである。これは主に，深層風化

が進んで、いるために，豪雨時にも表流水が発生しにくく， しかも細粒分が多い

ために，土の保水性も良好で、植生の回復には好都合で、あったためと思われる。

その結果，花筒岩地域と同様の激しい森林破壊が加えられでも，結果的にハゲ

山化しなかったものと推定される。

v.おわりに

以上，森林伐採により地盤構造や排水システムが破壊されてハゲ山化が進む

ことや，緑化工事や砂防工事により森林が回復すること，そして斜面崩壊はハ

ゲ山化と森林化の過渡期で発生しやすいことなどを述べた。

山地斜面での「集中豪雨型表層崩壊多発災害」は1950年代～1980年代と比較

すると 1990年代以降は全体的に減少しているように見える。しかしながら，こ

の2014年7月に長野県の南木曽町で発生したような土石流が，今でも毎年のよ

うに発生して多くの犠牲者が出続けている。これをハゲ山との関連でみた場

合，ハゲ山全盛時代に生産された大量の土石が，森林健全域が全盛となった今

でも山地の渓流沿いにたくさん残っており，それらが土石流となった可能性が

指摘できる。いわば，ハゲ山の後遺症である。一方，太田（2012）は，ハゲ山

化と森林化の影響は，山地斜面にとどまらず，河川地形や海岸地形といった国

土全体にまで及んで、いるのではないかと指摘している。人間活動の影響がこれ

まで考えられてきた以上に大きいということである。自然的要因と人間的・社

会的要因のそれぞれの影響を分離することは一般に非常に困難であるが，ハゲ

山の影響がいまだに広範囲に残っている可能性があることは，土砂災害に対す

る今後の対策を考える上で考慮すべき課題のひとつと思われる。
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